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Purpose: This study investigated how traditional and ecological knowledge (TEK) has been lost or 
inherited in transformed manners.
Method: We performed a systematic literature review on the following three topics associated with 
TEK in Japan: beekeeping and honey production, relationships among knowledge systems in shiita-
ke mushroom production, and geographical indication (GI) scheme and knowledge sharing in the 
case of an edible plant called Tonburi.
Results: This study showed that TEK is not static but, rather, is extremely dynamic. Diverse ap-
proaches, such as traditional educational methods, the use of branding, and promoting regional 
brands, can be used to address depopulation in local communities. Native beekeeping is important 
for promoting sustainable forestry and conserving biodiversity. In shiitake mushroom production, 
TEK and its associated techniques can be useful, but they can also present obstacles to the adoption 
of new technology. GI shared TEK with newcomers in the case of Tonburi.
Discussion: To minimize a decline in the value of TEK in local communities, the development of a 
system that reminds local people of the ways in which TEK is relevant and valuable to them could of-
fer an effective solution to local depopulation. We suggest that a shift from maintenance and conser-
vation of TEK to regeneration and creation can be beneficial to a society where TEK is an inherent 
part of the community.
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Ⅰ．緒言

　本稿では，特集のテーマでもある日本国内で急
速に進む過疎化・人口減の縮小社会を前提として，

いわゆる伝統的知識がどのように喪失し，あるい
は変容しながらも継承がなされていくのかを分析
していく．
　なぜ伝統的知識をめぐる議論が過疎や人口減の
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対処を考えるうえで関係するのか，重要となるの
か．例えば人口の縮小とその結果である過少利用
などによって，農山村の景観や里山の喪失，ある
いはその地域ならではの農作物の生産が廃れると
いったことが危機として取り上げられる．そのよ
うな景観や生産について，再生したり，担い手が
変わったりして継承していこうとしたときに，道
具，農作物の種子などがたとえ保管されていたと
しても，そこに関連した知識，祭礼を含めてそこ
にまつわる文化的な意味づけが喪失されると，再
生や継承は容易ではなくなる．耕作放棄地や竹林
の拡大，里山の荒廃などは，深刻だが景観などと
して「目に見える危機」であるのに対し，その根
底にある関連する知識の喪失や継承にはあまり注
目が集まらない．実際に全国的に歴史的な農具は，
多くの自治体で収納・保管されているものの，そ
こに関連した地域の文脈や伝統的知識の喪失は静
かに続いている現状がある 1）．
　もともと伝統的知識と環境の関係性については，
人類学のフィールドでは「伝統的生態学的知識」
（Traditional Ecological Knowledge；英語での略称 

TEK），国際的な政策プロセスでは「伝統・地域的
知識」（Indigenous and Local Knowledge，英語で
の略称 ILK）といった，各地域の伝統的な営みと
生態系の保全や持続可能な利用を両立させる要と
なる知識について議論が続けられている．
　ここでいう国際的な政策プロセスとは，法的な
拘束力がある国際条約の生物多様性条約や，科学
と政策のインターフェースとして両者を結ぼうと
する生物多様性及び生態系サービスに関する政府
間科学 -政策プラットフォーム（IPBES：The In-

tergovernmental Science-Policy Platform on Biodi-

versity and Ecosystem Services）を示す．
　特に ILKについては，主に環境や人権をめぐる
条約やフォーラムのなかで先住民（一部の訳では
原住民）が世代を超えて地域社会において伝承さ
れてきた知識として，狭義の近代的な科学や法の
枠のなかで，その倫理と規範，法，経済的扱いを
めぐって多層的な視点からの議論と扱いが議論さ
れてきた．特に遺伝資源の利益配分に関する議論

では，激しい権利の主張や意見の対立が続き，名
古屋議定書（生物の多様性に関する条約の遺伝資
源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公
正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書）のなか
でも，議定書という言葉から連想される「明確な
手続きのプロトコル」というよりも，主に遺伝資
源との関係性への言及がなされ，具体的な手続き
や解釈は各国や各契約のなかでなされる位置づけ
となっている．
　一方の人類学のフィールドでは，大村（2002） 2）

などにあるように，伝統的生態学的知識を分析す
るにあたり，変化の可能性を等閑視してはならな
いことが指摘されている．社会・文化システムと
地域住民は相互作用し，伝統的生態学的知識は地
域住民の生活実践を通して再生産され，変容する
ものと位置付けられる．伝統・地域的知識に基づ
いて農耕を行う中で，農耕の伝統知は地域住民の
頭の中にあって，人から人へと伝達され，新しい
経験が社会・文化の中で積み重ねられることで在
来知は上書きされていく 3）．このため，人が社会・
文化を創生するだけでなく，社会・文化が地域住
民の認識とパーソナリティを規定し，行動を方向
付けるという視点をも見過ごしてはならない．人
類学の基本的姿勢は，文化相対主義と非・自文化
中心主義とされる．極端な文化相対主義は社会・
文化システムを閉鎖的にとらえてしまう落とし穴
がある．白川（2008） 4）は文化相対化において，自
己相対化こそが人類学による社会・文化システム
の理解と対話に有効であると指摘している．文化
相対主義の観点から，高倉は文化人類学と自然人
類学を個別に扱うのではなく，総合人類学と捉え
ている．農業による人のエネルギーとなる食の生
産が社会の進化を促し，この一連のプロセスを把
握することが人の存立基盤の理解を促すものとし
ている 5）．さらに高倉は，諸文化の固有価値の解
明に立脚しながらも，エネルギー連鎖の中で人類
の普遍性を探求する重要性を説いている．農業生
産による社会の進歩に伴い既存の知識に新たな知
識を加える際，諸文化の固有価値はいったん，各
地域固有の文脈の中で解釈されることになるが，
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それが人類学にノイズと映るか現地の文脈の中で
適切に理解されるか，認識の違いは地域創生の枠
組みにおいて大きい．伝統的生態学的知識の変容
の中で新たな知を取り入れることは，新たな知を
丸呑みするのではなく，極端になりすぎない相対
化主義の下で既存の知識との間で調整しながら馴
染ませていく創造的プロセスである 6）．
　これまで，伝統的生態学的知識は文化的な伝達
によって世代から世代へと伝えられ，蓄積された
知識と信念の総体となり，資源利用を歴史的に継
続する形で実践されてきた．この意味において，
伝統的生態学的知識は資源の利用を歴史的に継
続・実践してきた社会の所産である 9）．自然のみ
ならず社会，超自然を内包する伝統的生態学的知
識はいわば，環境との相互作業を通して先住民が
長年にわたり鍛え上げてきた知識と信念の統合的
体系の総称である 7），8）．
　国際的動向として 1980年代以降，環境開発・管
理の場面に伝統的生態学的知識を取り込む政策が
行われるようになった．この政策では先住民の伝
統的生態学的知識を軸とし，それにもとづき環境
や資源管理を科学的に分析・定量化して客観的な
知識を再構築する科学的生態学的知識（Scientific 

Ecological Knowledge, SEK）が導入された．具体
的に 1980年代以降，カナダ政府は環境開発・管理
の場面に伝統的生態学的識を取り込むためプログ
ラムにイヌイトを参加させた．このプログラムで
は資源管理，環境開発計画から環境アセスなどの
調査・分析・政策決定の過程にイヌイトが対等の
資格で参加することが保証され，TEKと SEKが
融合した形をとる資源管理政策の端緒となった 9）．
　イヌイトの事例のように自然と人間とを切り離
さずに一体的な全体としてとらえ地域の資源を管
理していくのに伝統的生態学的知識は有効である．
一方で自己相対化の視点からいえば，生業活動の
実践を積み重ねることによって環境との関係を密
にし，多様な経験を記憶の蓄積として開発するこ
とに科学的生態学的知識は有効である．
　以上の議論を踏まえ，本稿では今なお，変容の
ダイナミズムのなかにある，人口や生産の現場の

縮小期にある伝統的知識について考察する．

Ⅱ．方法

　伝統的知識について，伝統的知識の継承状況や，
生産における有効性等の考察について定量的アプ
ローチを試論的に試みた結果を提示し，人類学を
含めた議論を行う．過去に特定の民族や集団と結
びついてきた伝統知は，環境と調和した牧歌的な
存在でありつつ，実際には変容していくという側
面への見落としの反省があった．そこで，過疎や
人口減少が進む国内において，伝統的知識はどの
ように変容し，分析がなされてきたのか，シイタ
ケ，養蜂，とんぶりの 3つの事例から伝統的知識
の伝承，変容状況とその生産活動へのインパクト
について分析した結果を考察する．
　1つ目のシイタケ生産の事例では，森林分野に
おける伝統的知識の変容の事例をレビューする．
レビューにあたっては石川県能登地域のブランド
シイタケである「のとてまり」を事例とし，新旧
農家の生産性の比較と知識の変容のあり方につい
て考察を行う 10）．しいたけの生産活動において伝
統的知識を保有する生産者とその他の生産者の生
産量や規模を比較し，伝統的知識が生産活動に及
ぼす影響を概観する．さらに，それらの伝統的知
識の伝承，変容状況について分析された結果を基
に，伝統的知識の持続的な活用に向けた今後の課
題や展望について議論を行う．
　2つ目の養蜂の事例では，蜂蜜の生産が日本で
最も多い長野県を対象とした調査，分析の結果に
ついて議論する．調査対象は，長野県の養蜂家協
会の会員であり，調査内容は，個々の養蜂家の養
蜂業に関する知識，情報のチャネル（親，親戚，
友人，独学等の知識を得た対象）と生産性である．
調査は 2017年 2～ 3月に実施された．分析では，
異なるチャンネルから知識を得た養蜂家の生産性
（蜜蜂の群数）について比較分析を行った．質問票
は，長野県の養蜂家協会の会員 280名全員に送付
し，153人より回答を得た 11）．
　3つ目の秋田県とんぶりの事例では，JAあきた
北施設営業部の代表者に 2017年 11月に実施した
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ヒアリング調査と文献資料収集の結果をもとに，
生産の縮小の危機が起きたなかで，どのように伝
統的知識が集落内部での伝承から，新規参入の生
産者にも開放されるようになったのか，その転換
点となった社会的な知識伝達に関するイノベー
ションのプロセスを考察する．

Ⅲ．結果

1． シイタケ生産の知識の生産活動への影響と
質的変容

　これまで伝統的知識を保有していると考えられ
るシイタケ生産者は，比較的大きな生産規模を有
していることがシイタケ生産において確認されて
いる．ただし，石川県能登地域のブランドシイタ
ケである「のとてまり」の事例では，伝統的知識
を保有していることが新たな知識や手法を導入す
ることを妨げることにつながっている可能性が示
唆された．生産活動の量的側面において，伝統的
知識を保有していることは必ずしも常に有効であ
るとは限らないことが把握されている．「のとてま
り」は，シイタケではあるが，干しシイタケでは
なく，生鮮品として出荷されるものである．その
ため，同じ作物であっても異なる形態の産品を生
産する場合においては，伝統的知識は生産活動に
どのような影響を与えるのか明らかになっていな
い．
　そこで，「のとてまり」を生産する新旧農家の生
産性の比較と知識の変容のあり方について調査・
分析の結果のレビューを行った．新旧の農家とは，
新規にシイタケ生産に取組む農家と，従来から干
しシイタケ等の生産を行っている農家を指す．
1）「のとてまり」生産の概要
　調査対象地の能登半島において，「のとてまり」
の産地は北側の先端部に位置し，冬は日照時間が
短く，積雪もあり野菜類の栽培の適地ではない．
このような条件下で，シイタケ栽培は冬期の収入
源として営まれてきた経緯がある．昭和 50年代以
降，中国産の安価な干しシイタケの輸入量が増加
し，全国のその他のシイタケ産地と同様に，生産
者及び生産量は減少傾向となり，その傾向は続い

ている．
　その傾向への対応策として，原木しいたけ「の
と 115」の生産拡大，知名度向上を目的として，
奥能登原木しいたけ活性化協議会（以下では「協
議会」と呼ぶ）が，2010年 10月に設立された．
協議会の構成員には JA，行政，企業が含まれてい
る．「のと 115」とは「菌興 115号」という種菌を
使用し，石川県内で栽培されたシイタケを意味す
る．協議会は，一般的な産品より厳しい品質基準
を策定し，基準を満たす産品を，「のとてまり」と
してブランド化を進めている．「菌興 115号」は，
（財）日本きのこセンターが開発した種菌である．
同センターは種菌を生産，管理，販売する種菌業
者の一つであると同時に，技術指導も行っている．
　従来型の農家が有する在来知としては，シイタ
ケを栽培するためのほだ木の選択やその配置，ほ
だ木及びその周辺環境の管理方法等が含まれる．
2）新旧農家の生産性の比較と知識の変容のあり方
　近年「のとてまり」の知名度が向上するにつれ
て，シイタケ栽培の新規参入者は増加傾向にある．
協議会からの情報では，2010～ 2012年の期間に
おいて新規参入は 29件にのぼる．このような状況
下で，新規参入者と以前からシイタケ生産を行っ
てきた農家が共存するかたちで「のとてまり」の
生産は行われている．これらの背景を踏まえて調
査を行った結果，新規参入農家と，従来から干し
シイタケ栽培を行ってきた農家では，生産量とし
ては，従来型の農家の方が多い傾向が特定され（図

図 1　新規参入農家と従来農家の生産量の差異
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1），「のとてまり」の生産に対する姿勢について
差異がみられた．
　「のとてまり」の栽培に関し，新規参入農家は一
定程度の栽培実績を有していた．伝統的知識を有
している農家については，干しシイタケの栽培に
対して培われた知識を生鮮品である「のとてまり」
にも適用とする傾向がみられるなど，後者の農家
は新たな産品としての「のとてまり」の生産にお
いて，やや柔軟性に欠ける姿勢を有している可能
性が示唆された．
　生シイタケ栽培に必要な技術は，日本キノコセ
ンターが指導を行っており，新旧の農家と関わり
を持っている．対象地において 40年以上前より技
術指導を行っている同センターについては，従来
型の農家から厚い信頼が寄せられている．「のとて
まり」の生産についても，同センターのアドバイ
ザーは緊密に農家と連携し，技術指導を行ってい
る．ただし，従来型の農家は，前述の通りこれま
で干しシイタケ栽培で培ってきた知識にやや依存
する傾向があり，そのことが「のとてまり」の生
産に必ずしも適さない可能性が把握された．
　他方で，新規農家の中には，効率的に「のとて
まり」を生産している農家もみられた．その理由
として，特に関連する知識や技術を有していない
が故に，アドバイザー等の助言，技術指導を柔軟
に受け入れ，栽培を行っていることが考えられる．
　以上の結果は，全体としては伝統的知識を有し
ていることがプラスに働く傾向が確認されたもの
の，部分的，あるいはマニュアル化された知識が
より効いてくる商品によっては，新たな知識の導
入を阻害する要因となる可能性があることを示唆
している．伝統的知識の保有がすべての産品で生
産性等の向上に有効なわけではないということは，
伝統的知識の継承とその意義を考察するうえで考
慮すべき伝統的知識の特性と考えられる．
3） のとてまりを事例とした暗黙知から形式知へ
の変容サイクル

　伝統的知識は，上記のような側面を有するのみ
ならず，生産性の向上に貢献し得る側面も有して
いる．知識は，技術指導を行うセンターや，農家

等の間での遣り取りを経て，質的に変容し続けて
いると考えられる．暗黙知として口頭や体験を通
じて継承されてきた知識も，科学的な知見を基に
生成された知識も同時に扱う同センターのような
機関は，新旧の農家にとって第三者的立場にある．
そのような機関が，知識変容の媒介者となること
よって，地域の環境に根ざした伝統的知識は，そ
の他の知識と相乗的に活用されるようになり，そ
のプロセスにおいて，暗黙知から形式化，マニュ
アル化された知識へと質的に変容し得る（図 2）．
形式知としてマニュアル化された知識は，生産の
担い手が減少し，高齢化が進む状況下においては，
効率的に知識を継承し得る形態となっており，知
識を，より広く共有することにより，知識の消失
を防ぐ方策として知識の形式知化は有用であると
考えられる．

2． 養蜂の伝統的知識の生産活動への影響と継
承における課題

　知識継承のチャンネルと生産性の関係性につい
て，長野県の養蜂家協会の会員である養蜂家に郵
送でアンケート調査を行った．会員のチャンネル
間の差を分析するために，回答者を二つのグルー
プに分割した．具体的には，群数について，中央
値よりも多くの群を有する回答者群と，中央値よ
りも少ない群を有する回答者群に分類をし（以下
では，前者のグループを「上位グループ」，後者を
「下位グループ」と呼ぶこととする），両親や親族，
友人，独学（書籍やウェブページ）の各情報源か
ら知識を得た回答者の割合を，それぞれのグルー
プについて算出した（図 3）．その後，カイ二乗検
定を行い，上位グループと下位グループの差異に

図 2　暗黙知から形式知への変容サイクル
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ついて，統計的有意差の有無を把握した．
　知識の情報源と知識内容に関して，両親や親族
といった対象から知識を得ているケースでは，蜜
源の分布や巣箱の配置，巣箱を移動させるタイミ
ング，さらには巣箱の管理方法等に関する在来知
が密に継承されていることが予想される．
　検定によって，群数について，異なる情報源か
ら知識を得た回答者の割合が，上位グループと下
位グループの間で統計的に有意に異なることが示
された．具体的には，両親や親族から養蜂の知識
を得た回答者の割合と，独学者の割合は，上位グ
ループが下位グループよりも高かった．この結果
は，両親から知識を得た養蜂家と独学者が比較的
多くの群を所有する傾向があることを示している．
　補間的な質問として，養蜂に関する知識共有へ
の考え方を質問した結果，回答者の 81％が自身の
知識の共有を望んでいた．この結果から，長野県
の養蜂家は経験に基づく知識を共有する傾向があ
ることが示唆された．また，生態系に対応した工
夫の実践状況についても追加的に質問したところ，
情報源に関わりなく，回答者は生態系に対応した
工夫を実践している傾向がみられた．その背景と
して，ミツバチの生態環境を保全する必要性につ
いて，協会の会合においてしばしば議論されてお
り，養蜂を持続的に営むためには生態系の保全が
特に重要であるという考え方が広く共有されてい
る．
　知識の伝承，変容状況については，養蜂家協会
の会員の家族等の親族が伝承されている知識を保

有し，比較的大きな生産規模を有していることが
把握された．結果，高齢化，人口減少下において
生産活動に有効な知識を親族以外とも共有する方
策の必要性が認められた．この結果は日本の全体
的な傾向を反映しており，回答者の半数以上
（51％）が70歳以上であり，94％が男性であった．
　以上の結果から，対象地域の養蜂家は，親や親
戚から知識を得ているケースでは特に効率的な養
蜂を営んでいる可能性が示唆された．さらに，全
体的な傾向として，取得した知識を広く共有する
傾向も把握された．人口減少，高齢化が進むなか
で，知識を次世代に継承し，生態系サービスとし
ての受粉サービスを効率的かつ持続的に享受可能
な環境を形成するには，親や親戚といった家族間
で継承されている知識を，段階的であっても，形
式化し，家族外にも共有可能なものへと変容させ
る必要があると考えられる．

3． 秋田県とんぶりにみる伝統的知識伝承のイ
ノベーション 

　本節では，地理的表示制度活用による小規模農
業生産を行っているとんぶりを事例とし，伝統知
として長らく生産者の間で秘伝とされていた，在
来知であるとんぶりの加工技術手法の開放と地域
創生との関連について考察する．
1）江戸時代から続くとんぶり生産
　秋田県大館市比内町独鈷の大日神社から山の斜
面を道なりに進むと広大なとんぶり畑が広がる．
8月から 9月には一面にエメラルドグリーンが広
がり，畑一体は秋田杉に囲まれ風の影響で実が落
ちるのを防いでいる（図 4）．とんぶりとは，アカ
ザ科ホウキギ属の一年草であるホウキギの成熟果
実の原料であり，それを加熱加工した産品をさす
（図 5）．原料であるホウキギの実は漢方では地膚
子（じふし）と呼ばれ，強壮，利尿作用効果があ
る．江戸時代から大館市周辺では漢方としてでは
なく，食物繊維が豊富で栄養価の高いホウキギの
実を食用する習慣があった．畑のキャビアと呼ば
れ，プチプチとした食感を楽しむ珍味として親し
まれてきた．国内では古くから茎を箒の材料とし
て各地でホウキギが栽培されていたが，実の加工図 3　飼育群数と情報源の関係性
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が難しいことなどから，他地域での生産が普及し
なかった．現在とんぶり生産を行っているのは国
内で大館市のみである．大館市では生産技術が現
代まで継承され，昭和 48年にはとんぶりの加工場
ができ，以後，大館とんぶりが秋田の特産品とし
て全国へ流通した．
　大館市が唯一のとんぶり生産地という希少性と
江戸時代から続く伝統性から，大館とんぶりは
2017年5月26日に地理的表示保護制度（Geograph-

ical Indication：GI）の産品に登録された．GI制度
とは，地域に長年培われた伝統的な生産方法や気
候・風土・土壌などの生産地の特性が，品質など
の特性に結びついている産品の名称を知的財産と
して登録し保護する制度である（農林水産省HP）．
GI制度は 2014年 6月に施行され，現在国内では
62種類が登録されている．GI登録に踏み切った
のはとんぶり生産者ではなく，地元の農業協同組
合（JAあきた北施設運営部）であった．JAあき
た北が GI制度の活用に取り組んだ経緯には，と
んぶり生産における伝統知が地域振興のマイナス
要因として作用していたことが大いに関連してい
た．
2）伝統知の閉鎖性によるとんぶり農家の縮小
　昭和40年代後半，高度経済成長に翳りが見え始

めたころ，大館市では地場産業の振興が重要課題
として浮上した．この地域の地場産業は「農業」
であったが，若者の人口流出による過疎化の波及
から，地域は活力を失い，農家は「米＋α」の複
合経営や出稼ぎによる兼業収入で所得減少を補填
するのがやっとであった．地域の活力を取り戻し，
出稼ぎ不要の町にしたいという思いから，地域に
雇用の場をつくる目的でこれまで自家消費してい
たとんぶりを地域の地場産業として発展させるこ
ととなった．昭和 50年代までにとんぶり加工場が
つくられ生産性があがると大館とんぶりは全国的
に周知されるようになった．最盛期の平成 2年に
はとんぶり畑は 95haにも拡大し出荷も安定した．
しかし最盛期がすぎると，全国的な農家の高齢化
と後継者不足の影響から生産量は減少の一途をた
どり，現在では 20haまで減少した．生産量も最
盛期の 450tから 90tまで落ち込んだ（図 6）．
　大館とんぶりの場合，原料であるホウキギの種
子，栽培方法，とんぶりになるまでの加工技術は
農家の世帯内で親から子，子から孫へと伝承され
ており，たとえ地域の JA職員であっても農家か
ら種子を分けてもらえないなど，門外不出の風習
が生産への新規参入を困難にしており，農家の減
少に拍車をかけた．また，珍味として食されるマ

図 4　とんぶり生産地　秋田県大館市
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イナーな加工野菜であるとんぶりは需要が不安定
であり，中国産とんぶりと低価格で競合せざるを
得ず，買取価格や小売価格の据え置きが続いた．
このため，栽培から加工までを担う農家の手取り
も縮小していった．耕作放棄地が増え，とんぶり
畑の景観も変化した．後継者の対象とされていた
若者からも「とんぶり生産を職業としては生計を
立てられない」と農業離れが続いた．JAあきた北
は，早急に後継者を呼び戻し，生産者を増やす施
策を講じる必要性を感じた．そこで着目したのが
GI制度の活用による地域振興であった．和食がユ
ネスコに登録されるなど，とんぶりをはじめとし
た伝統野菜が見直されてきていることを好機とし，
JAあきた北は，当地域でしか販売されておらず，
栽培や加工技術の伝統性も十分であるとんぶりは，
GI制度の趣旨に合致するものと判断した．
3）GI制度による伝統知の開放
　JAあきたが農家に GI申請の話をもちかけたと
き，とんぶり農家はわずか 10世帯であった．GI

登録申請にあたり，JAあきた北は伝統知の開放に
閉鎖的であった農家と何度も協議を重ね説得を続
けた．その結果，ある約束を条件に農家の承諾を
得ることができた．その条件とは，
・生産者への条件：
① 秘伝技術を新たな生産者に伝授することを了承
する
② 安定的に生産・販売を続けるための新たな生産
者を確保する

・JAあきた北への条件：
③ 安定した所得が確保できるよう，JAあきた北が
最大限の支援をする

の 3つであった．今後，安定的にとんぶりを生産・
販売していくには，新規生産者を確保していく必
要があり，「大館とんぶり」を後世に伝承していく
には，秘伝の技術を新規生産者に伝授することを
了承させる必要があった．もっとも，伝統知の開
放はとんぶりのような小規模経営農家にとって，
痛手となることを JAあきた北も予測していた（独
占市場の崩壊や生産量増加による買取価格の低下
など）．それでも開放に踏み切ったのは，閉鎖的な
生産者にだけ秋田の特産品であるとんぶり生産を
任せていたのでは，とんぶりの存続は難しく，地
域創生への効果も見込めないと判断してのことで
あった．JAあきた北としても，JAあきた北がと
んぶり生産に介入し農家と協同することで，とん
ぶり存続の危機を回避し新規参入で生産量が増え
ても，元の利益が下がらないよう買取価格を配慮
するなどして既存農家の不満を解消する工夫と努
力を続けている．JAあきた北としては，大館とん
ぶりをマイナー野菜から全国区のブランドとして
育て上げ，地域の複合経営の柱とすることを目標
としている．
　とんぶりは他の GI産品と異なり，マイナーな
特徴に加え，農地の景観や土地の固有条件と収量
が表裏一体となった GI産品である．農地の環境
保全や景観への配慮なしには収量向上は見込めな

図 5　とんぶり 

図 6　 とんぶり生産量（t）と農家数（世帯）の変化
（1980-2016年）
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いが，それらの維持管理を決めるのは伝統知をも
つ農家の判断である．今後は GI制度活用による
地域との結びつきを強調する中で，単なるブラン
ド保護だけでなく，景観に埋め込まれた GIの価
値基準を設けるなどしてとんぶりの魅力を発信し，
それに惹きつけられた人々が農地を訪れて景観を
楽しんだり新規参入したりするなど，GIを通じた
在来知とされてきた伝統知の開放が地域振興につ
ながるような政策づくりが必要になることが推測
される．

Ⅳ．考察

　本稿における養蜂，シイタケ生産，とんぶり生
産の各事例から，生産性の高い集団において，知
識が家族のなかでの比較的閉ざされた経路での伝
承となっていることが確認された．日本の地域社
会において，伝統的生態学的知識や伝統・地域的
知識と呼ばれる知識が静的ではなく，極めて動的
でダイナミックな存在であることがわかる．伝統
知は，文化や芸術を意図して維持継承されてきた
だけでなく，「いわれ」や「ゆえん」といった普段
の生活に根付き蓄積されてきた「生活の歴史その
もの」である．しかし，伝統知が普段の生活にあ
まりに身近すぎて，「いわれ」や「ゆえん」の経緯
が説明されないまま，価値あるものとして認識さ
れずにいる事例も多い．
　シイタケ生産では，伝統的知識を有する既存の
生産者と，新規参入の生産者の両者に関わる，生
産方法を指導する組織等が，知識を形式化，マニュ
アル化した知識へと変容させるサイクルを駆動さ
せる際に重要な役割を担い得ることが把握された．
また干しシイタケという別の産品の知識が，原木
シイタケ生産という異なる手法で生産される新た
な産品「のとてまり」の生産においても一定の役
割を果たすことが確認された．
　長野の養蜂では，人口減少，高齢化が進む状況
下で，体験や口頭での伝承を通じて継承される傾
向にある伝統的知識を，家族内から外部へと段階
的に広く共有することにより，知識の消失を防ぐ
ことが求められている．その際，暗黙知としての

TEKを形式化していくことは有用な方法の一つと
して考えられる．
　とんぶり生産の事例では，GI制度を機に，とん
ぶり生産の TEKがフォーマル化され，SEKとし
て変容することで，地域のイノベーションを含む
とんぶり生産の継承へとつながった．
　本研究では伝統的知識と総称される領域におい
て，定量的手法の有効性やTEKとSEKとの違い，
融合の可能性を示すことができた．

Ⅴ．結論

　過疎化・人口減少によって伝統知が減少してい
くのか，それを食い止める方策はあるのかという
疑問は，大きな研究課題である．在来知である伝
統知は地域全体の共有財産であり，地域の文化を
通して，伝統知は地域への愛着や地域づくりへの
参加意識を醸成する貴重な資源となるが，昨今で
は，消滅の危機にある貴重な伝統知があふれ，伝
統知は絶えず変化している．過疎化・人口減少に
よって伝統知が貴重なものと気づかずまたは活か
されずに価値が減少することを食い止めるには，
地域住民が伝統知の価値に気づく仕組みづくりが
重要である．過疎化・人口減少が課題である地域
でも，住民が自ら考え行動するレベルが高いほど，
実際の地域活性化につながることが多い．伝統知
の「維持・保全」の次元から，地域社会による「再
生・創造」のアレンジの次元へのシフトによって，
伝統知が息づく魅力的な地域社会・農村漁村へと
変貌を遂げることが可能となる．
　今後，SEKと伝統的な知識の区分が有効かどう
か，より多くの事例の分析が必要となる．TEKが
SEKへの変容を被る際，その微細な差異に着目す
ることがイノベーションを含む伝統知の継承につ
ながっていく．特にとんぶりの事例のように，ロー
カルな現場での変容が，国際的な議論へと還元さ
れる必要性もある．IPBESや名古屋議定書などの
政策プロセスにおいては，TEKと SEKとをバラ
ンスよく組み合わせた知の活用が求められること
になろう . 
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